
Page:1 of 2

第65回兵庫県高等学校総合体育大会
男子第76回兵庫県高等学校駅伝競走大会・女子第38回兵庫県高等学校駅伝競走大会
兵庫高校最高記録    2ﾟ03'13"  須磨学園                              2009年
                    後　藤・佐野拓・北　野・西　池・小　川・出　口・綾　香
大  会  記  録      2ﾟ03'55"  西 脇 工    (63回・篠山)              2008年
                    福　士・仁　木・志　方・渡　辺・新庄翔・津　田・新庄浩

オーダーリスト

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区 第 ５ 区 第 ６ 区 第 ７ 区
( 10km ) (  3km ) ( 8.1075km) ( 8.0875km) (  3km ) (  5km ) (  5km )

1 須磨学園 國安　広人(3) 林田　蒼生(3) 広内　　颯(3) 熊井　渓人(2) 福冨　　翔(1) 中谷　　隼(2) 三浦　彰太(1)
ｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄ ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ ﾋﾛｳﾁ ｿｳ ｸﾏｲ ｹｲﾄ ﾌｸﾄﾐ ｼｮｳ ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝ ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ

2 神港学園 黒葛野瑞希(3) 谷  　蒼士(3) 橋本　魁人(2) 東原  知輝(3) 米澤　　輝(2) 京川　大真(2) 山本　侑輝(1)
ﾂﾂﾞﾗﾉ ﾐｽﾞｷ ﾀﾆ ｿｳｼ ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋｶﾙ ｷｮｳｶﾜ ﾀｲｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

3 長田 磯部煌太郎(1) 中塚　陸斗(2) 古川　翔夢(2) 磯﨑  　丈(3) 中川　颯太(2) 三木　稜太(2) 中治　秀朗(3)
ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶﾂｶ ﾘｸﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾄﾑ ｲｿｻﾞｷ ﾀｹﾙ ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ ﾐｷ ﾘｮｳﾀ ﾅｶｼﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

4 神戸商 板谷　和磨(3) 小池　崇翔(2) 長畑　優真(2) 多鹿　優里(2) 建沼　真輝(3) 橋本　和希(2) 岡井　大典(3)
ｲﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ｺｲｹ ﾀｶﾄ ﾅｶﾞﾊﾀ ﾕｳﾏ ﾀｼﾞｶ ﾕｳﾘ ﾀﾃﾇﾏ ﾏｻｷ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｵｶｲ ﾀﾞｲｽｹ

5 兵庫 松本  暖生(2) 藤本  翔真(3) 嶋根　陸都(1) 岡田　悠佑(1) 清水  颯泰(3) 美藤  和人(2) 谷口  柚樹(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾏ ｼﾏﾈ ﾘｸﾄ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀｲ ﾋﾞﾄｳ ｶｽﾞﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ

6 神戸 山本　一満(3) 山口　翔太(2) 森田　　慧(3) 渡辺　直意(3) 安富　  輝(2) 山端　優宏(1) 田中　修平(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾓﾘﾀ ｹｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｲ ﾔｽﾄﾐ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ

7 滝川 平野　  歩(2) 渡邊　  宗(1) 辻　  良晴(3) 藤原凜太朗(3) 塚本　悠人(1) 森本　  遼(3) 江本　  将(2)
ﾋﾗﾉ ｱﾕﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ﾂｼﾞ ﾖｼﾊﾙ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ ｴﾓﾄ ｼｮｳ

8 北須磨 田中　悠貴(3) 塩津　悠佑(1) 角藤　貫太(2) 鈴木　智也(1) 犬飼康太郎(2) 佐伯　優空(3) 中北　颯将(2)
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｼｵﾂ ﾕｳｽｹ ｶｸﾄｳ ｶﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ｲﾇｶﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ｻｴｷ ﾕｳｱ ﾅｶｷﾀ ｻｽｹ

9 西脇工 長嶋　幸宝(2) 山中　達貴(3) 塩田　大空(3) 藤井　空大(3) 新妻　玲旺(2) 稲見　　峻(2) 寺本　京介(3)
ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ ﾔﾏﾅｶ ﾀﾂｷ ｼｵﾀ ｿﾗ ﾌｼﾞｲ ｸｳﾀﾞｲ ﾆｲﾂﾞﾏ ﾚｵ ｲﾅﾐ ｼｭﾝ ﾃﾗﾓﾄ ｷｮｳｽｹ

10 東播磨 吉田　　翔(2) 青木　陽良(2) 土屋　幸輝(3) 岡村　和真(2) 畠山　真白(1) 新井　準人(1) 御栗　滉真(2)
ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ ｱｵｷ ﾀｶﾗ ﾂﾁﾔ ｺｳｷ ｵｶﾑﾗ ﾜｼﾝ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾛ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾄ ﾐｸﾘ ｺｳﾏ

11 明石高専 山本　雄大(3) 山口　大空(2) 二井　智央(3) 天辰　昂平(3) 三浦　颯太(2) 香西　一樹(1) 上田　結一(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ ﾌﾀｲ ﾄﾓﾋﾛ ｱﾏﾀﾂ ｺｳﾍｲ ﾐｳﾗ ｿｳﾀ ｺｳﾆｼ ｶｽﾞｷ ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

12 加古川東 幸田　紘人(2) 日下　大誠(1) 田口　博教(1) 植田　和也(3) 田中　智博(3) 伊勢　直哉(2) 藤井　一憲(2)
ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｸｻｶ ﾀｲｾｲ ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ ｲｾ ﾅｵﾔ ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ

13 小野 松原　昂大(2) 八代醍茂々将(2) 吉元　悠人(2) 藤井　大智(2) 吉田　莞次(2) 小茂池玄太(2) 鈴木　雄斗(2)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾔｼﾛﾀﾞｲ ﾓﾓｽｹ ﾖｼﾓﾄ ﾕｲﾄ ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ ｺﾓｲｹ ｹﾞﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

14 明石清水 鳥井　大輝(2) 八田　響太(2) 原嶋　一輝(2) 江金　翔太(2) 武部　一人(2) 奥野　翔太(2) 菊池　流弥(2)
ﾄﾘｲ ﾀﾞｲｷ ﾊｯﾀ ｳﾀ ﾊﾗｼﾏ ｶｽﾞｷ ｴｶﾞﾈ ｼｮｳﾀ ﾀｹﾍﾞ ｶｽﾞﾄ ｵｸﾉ ｼｮｳﾀ ｷｸﾁ ﾘｭｳﾔ

15 加古川北 厚見　碧波(2) 福田倫太郎(2) 藤原　悠之(1) 八澤　貫太(2) 長谷川祥希(1) 前田　　和(2) 寺田　知夢(2)
ｱﾂﾐ ｱｵﾊﾞ ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾕｷ ﾔｻﾜ ｶﾝﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｷ ﾏｴﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾃﾗﾀﾞ ﾂｸﾞﾑ

16 龍野 石田　翔真(3) 森本　智星(2) 井上　晃汰(2) 沖中　康生(2) 中田　暉人(3) 北村　駿弥(2) 冨永　夢人(3)
ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ ﾓﾘﾓﾄ ﾁｾｲ ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ ｵｷﾅｶ ｺｳｾｲ ﾅｶﾀ ｱｷﾄ ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕﾒﾄ

17 姫路商 妹尾　楓真(3) 雲丹亀真輝(1) 西尾　陽仁(2) 池田　航大(3) 須多　和希(1) 川端　勇史(3) 足立　大和(3)
ｾﾉｵ ﾌｳﾏ ｳﾆｶﾞﾒ ﾏｻｷ ﾆｼｵ ﾊﾙﾄ ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｼ ｱﾀﾞﾁ ﾔﾏﾄ

18 姫路西 中村　雅輝(2) 森　　大樹(1) 曽賀　大登(2) 佐々木勇人(1) 岩本　征成(1) 今村　優汰(2) 久保　航貴(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ ｿｶﾞ ﾋﾛﾄ ｻｻｷ ﾊﾔﾄ ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ ｸﾎﾞ ｺｳｷ

19 姫路工 松岡　泰輝(1) 林田　晴空(1) 小林　優斗(3) 河嶋　　立(2) 野村　太洋(1) 宮内隆之介(2) 小野　翔生(2)
ﾏﾂｵｶ ﾀｲｷ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾙｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｶﾜｼﾏ ﾘﾂ ﾉﾑﾗ ﾀｲﾖｳ ﾐﾔｳﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵﾉ ｼｮｳｲ

20 龍野北 井上　大吾(3) 石田　楓真(1) 東　虎汰朗(2) 石橋　歩真(1) 黒田　大晴(1) 山口　陸翔(3) 橋本　昂紀(1)
ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｺﾞ ｲｼﾀﾞ ﾌｳﾏ ｱｽﾞﾏ ｺﾀﾛｳ ｲｼﾊﾞｼ ｱﾕﾏ ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾘｸﾄ ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

21 姫路 山尾　啓太(1) 富山　涼太(1) 小林　優真(1) 飯塚　海斗(2) 加茂　真光(2) 澤田　　緯(1) 西脇　　翼(2)
ﾔﾏｵ ｹｲﾀ ﾄﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾄ ｶﾓ ﾏﾋﾛ ｻﾜﾀﾞ ﾂｶﾈ ﾆｼﾜｷ ﾂﾊﾞｻ

22 北摂三田 植田  順也(3) 平澤宏一郎(2) 久山  大祐(2) 氏原功志郎(2) 土持    奏(2) 西田  陽規(1) 中道  裕太(2)
ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾋﾗｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ ｸﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｳｼﾞﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ ﾂﾁﾓﾁ ｶﾅﾃﾞ ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ

23 篠山鳳鳴 中野  晃輝(1) 谷口  絢哉(2) 木下  温喜(1) 荒木    光(3) 杉本銀之丞(1) 武元　秀一(1) 藤木  康綺(1)
ﾅｶﾉ ﾐﾂｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝﾔ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ ｱﾗｷ ﾋｶﾙ ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾞﾝﾉｽｹ ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ ﾌｼﾞｷ ｺｳｷ

24 柏原 田中  聡吾(2) 永井  洋介(3) 中川  祥汰(2) 宮城  亮佑(2) 足立  伊吹(1) 荻野  浩輔(1) 田中  琉生(1)
ﾀﾅｶ ｿｳｺﾞ ﾅｶﾞｲ ﾖｳｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳｽｹ ｱﾀﾞﾁ ｲﾌﾞｷ ｵｷﾞﾉ ｺｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ

25 八鹿 山口    凜(3) 廣瀬  創大(2) 岡田  颯星(2) 福井    峻(2) 嘉屋  昂那(1) 松上  隼和(2) 川島  謙真(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾘﾝ ﾋﾛｾ　ｿｳﾀ ｵｶﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ ﾌｸｲ　ｼｭﾝ ｶﾔ　ｱｷﾅ ﾏﾂｶﾞﾐ　ﾊﾔﾄ ｶﾜｼﾏ　ｹﾝｼﾝ

26 豊岡 坂田  太知(1) 上田  一輝(1) 久保田凌平(2) 大谷誠士郎(2) 浪華  快成(1) 木山  晴陽(1) 清水  翔太(1)
ｻｶﾀ　ﾀｲﾁ ｳｴﾀﾞ　ｲﾂｷ ｸﾎﾞﾀ　ﾘｮｳﾍｲ ｵｵﾀﾆ　ｾｲｼﾛｳ ﾅﾆﾜ　ｶｲｾｲ ｷﾔﾏ　ﾊﾙｱｷ ｼﾐｽﾞ　ｼｮｳﾀ

27 津名 徳田　天馬(3) 奥井　颯太(1) 杖谷　武流(3) 山内　健流(2) 瀧本　圭汰(2) 多田　愛翔(2) 打越　路倭(1)
ﾄｸﾀﾞ ﾃﾝﾏ ｵｸｲ ｿｳﾀ ﾂｴﾀﾆ ﾀｹﾙ ﾔﾏｳﾁ ﾀｹﾙ ﾀｷﾓﾄ ｹｲﾀ ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾄ ｳﾁｺｼ ﾛｲ

28 淡路三原 上野　快晟(2) 平　　恭輔(2) 富山　拓郎(2) 安田　　瞬(1) 船越　健汰(2) 粟井　駿平(3) 亀井　陸翔(1)
ｳｴﾉ ｶｲｾｲ ﾀｲﾗ ｷｮｳｽｹ ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾛｳ ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝ ﾌﾅｺｼ ｹﾝﾀ ｱﾜｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｶﾒｲ ﾘｸﾄ

29 報徳 前田  和摩(2) 松村  泰地(3) 溝永  怜央(3) 山下  慶馬(2) 西村  稜太(3) 宮本  暉北(3) 髙    聖翔(3)
ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾐｿﾞﾅｶﾞ ﾚｵ ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾏ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾐﾔﾓﾄ ｷﾎｸ ﾀｶ ﾏｻﾄ

30 川西緑台 吉井  奎登(3) 山尾  知慶(3) 平井  蒼大(2) 田路  隼平(3) 富田  蓮大(1) 辰巳    舜(3) 二穴  勇生(3)
ﾖｼｲ ｹｲﾄ ﾔﾏｵ ｶｽﾞﾖｼ ﾋﾗｲ ｿｳﾀ ﾄｳｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾄﾐﾀ ﾚｵ ﾀﾂﾐ ｼｭﾝ ﾌﾀｱﾅ ﾕｳｷ

31 宝塚 大西  晴己(2) 木挽  幹太(3) 岡崎  颯樹(2) 中山  柊太(2) 福井  陸斗(3) 井戸  慶敏(2) 上田  康平(2)
ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ ｺﾋﾞｷ ｶﾝﾀ ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂｷ ﾅｶﾔﾏ ｼｭｳﾀ ﾌｸｲ ﾘｸﾄ ｲﾄﾞ ﾔｽﾄｼ ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

32 県西宮 西本  幸平(3) 藤原  直生(3) 中崎里久琉(3) 大門    悟(3) 市川  幸育(3) 松林  泰志(3) 名田  智貴(2)
ﾆｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ﾅｶｻﾞｷ ﾘｸﾙ ﾀﾞｲﾓﾝ ｻﾄﾙ ｲﾁｶﾜ ｺｳｽｹ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼ ﾅﾀﾞ ﾄﾓｷ

33 尼崎稲園 平野  圭人(2) 松井  智幹(1) 奥村  淳生(3) 宮本  泰地(2) 城谷  息吹(1) 西田  楓真(2) 北口  誠人(3)
ﾋﾗﾉ ｹｲﾄ ﾏﾂｲ ﾄﾓｷ ｵｸﾑﾗ ｱﾂｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲﾁ ｼﾛﾀﾆ ｲﾌﾞｷ ﾆｼﾀﾞ ﾌｳﾏ ｷﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

34 関学 福地  叶夢(3) 平井  一成(1) 大島  滉平(3) 沖    悠太(2) 川島  伶太(3) 佐伯  玲空(2) 有吉健太朗(2)
ﾌｸﾁ ｶﾅﾑ ﾋﾗｲ ｲｯｾｲ ｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ ｵｷ ﾕｳﾀ ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ ｻｲｷ ﾘｸ ｱﾘﾖｼ ｹﾝﾀﾛｳ

35 西宮北 新    博貴(3) 板倉  大典(2) 三千田雅治(3) 宮田  和輝(2) 久野  官勇(1) 岸本  晴希(1) 大利  幸輝(3)
ｼﾝ ﾋﾛｷ ｲﾀｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾐﾁﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ ｸﾉ ﾋﾛｲｻ ｷｼﾓﾄ ﾊﾙｷ ｵｵﾄｼ ｺｳｷ

36 市西宮 新美  朋彦(2) 本田  康陽(1) 小島  翠斗(2) 矢野  拓海(1) 木村  泰靖(1) 富高  一茶(1) 石井    晴(1)
ﾆｲﾐ ﾄﾓﾋｺ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾖｳ ｺｼﾞﾏ ｽｲﾄ ﾔﾉ ﾀｸﾐ ｷﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾄﾐﾀｶ ｲｯｻ ｲｼｲ ﾊﾙﾄ

37 宝塚西 吉武涼乃介(1) 三島  雅史(2) 阿部  皓太(2) 竹内    遙(2) 木下  心真(1) 山本  修平(2) 御宮知輝明(2)
ﾖｼﾀｹ ｽｽﾞﾉｽｹ ﾐｼﾏ ﾏｻﾋﾄ ｱﾍﾞ ｺｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ ｵｸﾞﾁ ﾃﾙｱｷ

38 須磨東 堀内　拓明(1) 藤原　慶人(3) 堀切　隆矢(3) 新井　和彬(2) 堀　　陽瑛(1) 廣瀬　悠太(1) 柴田　拓人(1)
ﾎﾘｳﾁ ﾀｸｱｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾄ ﾎﾘｷﾘ ﾀｶﾔ ｱﾗｲ ｶｽﾞｱｷ ﾎﾘ ﾋｴｲ ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾄ

39 御影 古里　　翔(3) 友松　暉良(2) 赤尾　光秋(2) 濵　　直佑(3) 野髙　廉央(1) 山﨑　陽仁(2) 林　　冰冰(3)
ﾌﾙｻﾄ ｶｹﾙ ﾄﾓﾏﾂ ｷﾗ ｱｶｵ ﾃﾙｱｷ ﾊﾏ ﾅｵｽｹ ﾉﾀﾞｶ ﾚｵ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾄ ﾘﾝ ﾋﾞﾝﾋﾞﾝ

40 有馬 中林  斗軌(1) 東山  明輝(2) 東海林慶駿(1) 前川  圭吾(1) 津隈  功吉(2) 西川    颯(2) 芦田  悠真(1)
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｷ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾊﾙｷ ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾀｶ ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ ﾂｸﾞﾏ ｺｳｷﾁ ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾃ ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾏ
第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区 第 ５ 区 第 ６ 区 第 ７ 区
( 10km ) (  3km ) ( 8.1075km) ( 8.0875km) (  3km ) (  5km ) (  5km )

区間記録 西池  和人  金子  祐之  永吉　恭理  喜多村　慧  藤原  賢治  稲田　拓真  赤松  宏樹  
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ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区 第 ５ 区 第 ６ 区 第 ７ 区
( 10km ) (  3km ) ( 8.1075km) ( 8.0875km) (  3km ) (  5km ) (  5km )

須磨学園(65) 報    徳(44) 須磨学園(75) 須磨学園(75) 報    徳(44) 須磨学園(71) 西 脇 工(65)
28:52  8:01 24:39 23:12  8:00 14:18 14:37


